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「け行」の天草方言 「天草方言集 鶴田 功著」

…げ【家】 住居 居宅 「おりげ」「わりげ」
げ

けいしょく【景色】scenery 風景 眺め 様子 state 有様 ②顔色

けー【貝】〔か〕の転音 「けー堀げー行かんけー」

けー けーい けーえ けーな けーね 来い 来なさい お出でよ

けー… 接頭語 「けー腐るる」《佐伊津 五和》

…けー …かい …ですか なのか 「良かけー」

…げー …に …しに 「遊びげー行く」

けーかれた 枯れてしまった 《佐伊津 五和》

けーくーた 食べてしまった《佐伊津 五和》

けーくさる けーくさるる【腐る】rot《佐伊津 五和》

けーくされ 腐敗 腐れてしまう ②役立たず

けーくたびれた けーくたぶれた 疲れた

けーくっだます 誤魔化す うまく瞞す《佐伊津 五和》

けーくれた 呉れてしまう《佐伊津 五和》

けーげいた 買いに行った《佐伊津 五和》

けーこうた 買ってしまった《佐伊津 五和》

けーころうだ けーころだ 転んでしまった

けーしゅーだ してしまおう《佐伊津 五和》

けーしらけーて 小馬鹿にして《佐伊津 五和》

けーしんめー【返し前】 裏返しに 裏腹 裏表《佐伊津 五和》

けーた 書いた 〔か〕の転音《佐伊津 五和》

けーた 掻いた 〔か〕の転音《佐伊津 五和》

けーた 貸した 〔か〕の転音《佐伊津 五和》

けーだ【漕いだ】 舟や自転車を進めた ブランコを揺った

けーだい【境内】 神社や寺院の敷地内

けーちー 来いと言っているよ 呼んでるよ《本町》

けーてみろ けーんみろ 貸してご覧《佐伊津 五和》

けーでみろ 嗅いでご覧

けーとけ 書いておけ ②控えておけ《佐伊津 五和》

ゲートル 《フランス語》guetres 脚半 gaiters

けーなえた【萎えた】 体力が衰えた《佐伊津 五和》

けーにげた【逃げた】《佐伊津 五和》

けーにげーた 逃がしてしまった《佐伊津 五和》
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けーバ けーバよかもね 来ればよいのに

けーほい《牛深》 けーほり 《佐伊津 五和》 貝掘り

けーもどらいた 帰ってしまった 戻ってしまう

けーもん【買い物】shopping《佐伊津 五和》

けーよかた けーばよかた 来れば良いよ

けーよかて けーよかもね 来れば良いのに

けーらいた けーらった 帰った《佐伊津 五和》

けーるる【孵る】harch 卵が孵化する《佐伊津 五和》
かえ

けーれ【帰れ】 戻れ 〔か〕の転音《佐伊津 五和》

けーろーだ けーろだ 帰ろうよ《佐伊津 五和》

けーんみさ けーんみさい けーんみろ 貸してご覧

けがすっぞ けがすっとん 怪我するよ

けがせんごっせろ 怪我をしないようにしなさい

けぎりゃー けぎれー【毛嫌い】訳なく嫌う 何となく嫌う

げげつっかくる 下顎を突き出して嘲 弄する仕種
ちょうろう し ぐ さ

げげのげ【下下の下】 最低 lowest 最悪 worst《京》

けげんなか【怪訝】 不審な ②納得いかない
け げ ん

げこ【下戸】 酒が飲めない人 酒に弱い人 poor drinker

けさがけ 古語【袈裟懸け】 斜めに紐を掛ける

けさがけ けさがた【今朝方】 今朝早く 朝の頃

げさく 近世語【下作】 品格が劣っている 下品《京》

げさくぃーもん 下品なものだ 品がないね

げさっか 下作だ 不出来 ②下品 品が悪い

げさん 弟子が修業期間をあけて独立する

けしかくる けしかける《日ポ・京》 古語【嗾く】 set on
けしか

扇動する そそのかす ②挑発する

けしからん 古語【怪しからぬ】 不届きだ 許せない《京》

げしこ これ位 これだけ《佐伊津 五和》

げしこだー これ位は《佐伊津 五和》

げしこんこつ げしこんこて こんなに沢山に《五和》

けしずみ けしずん〈消し炭〉 燠を消した炭
おきび

けしなぼり けしねぼり【褻稲掘り】 唐いもの早掘り（食料補給）
け し ね

けしね 古語【褻稲】 自家用穀物 雑穀 飯にする米
け し ね

けじめ けじめつくる 区別 差別 隔て ②分を弁える

けじめくさか 布の焼ける臭い

げす 古語【下種 下衆】 卑しい者 身分が低い者《京》
げ す いやし



- 3 -

…げす …です …でございます 「儂でげす」

けすらう けつらう 古語【擬ふ】 身繕う 装う ②気取る ③感染する

けすろーとる けつろーとる 感化している その気がある

げせん 古語【解せぬ】 理解できない 納得できない《京》

げたあずくる【下駄預ける】 返答を相手に任せる

けたくそ けったくそ 古語【卦体】 縁起 omen《日ポ・京》

けたくそンわるか 縁起が悪い 縁起でもない

けたくった けたぐった けったくった 足蹴にした

けたくる けたぐる けったくる【蹴る】kick 蹴飛ばす 足蹴りする

げたごろ げたごろう 大便の塊 糞

げたふまする 土台との間隙を埋めるために板などを敷く

けだもん【獣】beast 野獣 ②横暴な男

けだりぃ けだるか【気怠い】 かったるい

けち〈吝嗇〉《京》 けちんぼ 出し惜しみする人 しみったれ

けちか けちくさか 出し惜しみ しみったれ

けちつくる 難癖つける 難点を 論 う claim
あげつら

けちみゃく〈血脈〉 仏道で信者に与える法統

けちょんけちょん けちょんぱー 散々 徹底的に

けつ 尻 hip 臀部 rump ②最後 last

けつかる 近世語【けつかる】 〔ある 居る〕の卑語

げっくぉ げっこ 嘔吐する げろ 反吐
へ ど

けっこうなもん【結構】 良くできた 上手いぞ 首尾良い

げっそりなった げっそりやせた〔擬態音〕 著しく痩せた
オ ノ マ ト ペ

けったくする【結託】 ぐるになる 徒党を組む

けったくそンわるか〈卦体糞悪い〉 縁起が悪い （卑語）

けったくる けっつらかす 何度も蹴る

けっちゃいかん …ならん【蹴る】 断ってはいけない

けっつらきゃーた けっつらけーた 何度も蹴った

ケット blanket 毛布 毛織物

けっとばす けとばす【蹴り飛ばす】

げっぷ 口から出るガス おくび

けつまずく けまつるる【躓く】 失敗する しくじる《京》
つまづ

けつらう 取り繕う 化粧する 気取る ②罹患する 感染する

③その気がある

げてもん【下手物】 粗末な物 風変わりなもの

げてもんぐい【下手物喰い】 奇食、悪食 如何物食い
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げど げどう 古語【外道】《梵語》 身分の卑しい者（罵言）

けとけと 落ち着きのない様

…げな 古語【げな】 …らしい …ようだ《日ポ・京》

けなす【貶す】 悪く言う くさす 扱き下ろす そしる
けな

…げなぞ …げなたい …げにゃばい …だそうだ

げに げんに 実に 現実に 事実 実際に 誠に
げ

げにかなわん げにゃかなわん 古語【気に叶わぬ】力量不足

げにゃー げんにゃ こんなには

けノある【気】 関心 ②傾向がある ③味 taste ④雰囲気

けばけばしか けばか 派手で下品

けびー 煙たい smoky

けぶうい けぶうして けぶうて 煙たくて 煙たいから

けぶか けぶたか 古語【煙たし】 煙たい smoky
けぶ

けぶくだつ (衣服に)毛玉が付く

けぶしゃーする けぶせー(しぇ)する 煙たがる

けぶっくう けむくじゃら 毛深い 毛もじゃ

けぶり 古語【煙】 煙 smoke《京》
けぶり けむり

けぶる 古語【煙る】 煙る《京》
けぶ

けまつるる けまつれる【蹴纏れる】 躓く ②失敗する しくじる
つまづ

けむか けむたか 古語【煙たし】 煙たい smoky
けぶ

げらげら 大口を開けて下品に笑う

けらるる 蹴られる ②要求が受け入れられない 一蹴される

けるもんじゃか 断ってはいけない 「朝茶はけるもんじゃか」

けろっと《京》 けろり すっかり 平然と 跡形も無く

けろん 来いよ 来なさい お出でよ

…けん …から …ので だから 故に 「よかけんけー」

げん 古語【験】 霊験 miracle 効験 「験担ぎ」

げん こんな こんなに この様に

…げん …気に …めに 「太うげん」「こもうげん」
げ

…けんか …けんが …けんで …から …ので

げんか このような こんな

けんかごし けんくゎごし【喧嘩腰】 争う構え くってかかる 闘争態勢

けんくゎ【喧嘩】 争い 「喧嘩しかくる」

けんけつ げんこ げんこつ【拳骨】 鉄拳 拳子

けんけん けんけんとび 片足跳び

けんけんぱたぱた けんぱた 片足跳び開脚着地 石蹴り遊び
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けんじ けんじー【献水】 建築祝いの樽や食物の差入れ《新和》
けんずい

げんじゃか げんじゃなか こうではない《佐伊津 五和》

げんじゃっけー こうですよ《佐伊津 五和》

げんぞう 面会 interview 訪問 call《竜ヶ岳》

…けんたー だからだよ 「はよ来んけんたー」

げんた げんたー げんとは こんな物は 「げんた要らん」

けんたいさま【倦怠】 飽きて怠ける ②遠慮のないこと

けんちん【巻繊】 牛蒡・人参・椎茸・豆腐を油で炒めた料理

けんとう【見当】aim 見込み 予想 ②方向

けんとう 古語【現当】 縁起 omen ②現世と来世 行き着く所
げんたう

「けんとうン悪か」

けんどか 古語【慳貪】 不愛想 邪険 荒っぽい

げんとけ げんとこれ こんな所に《佐伊津 五和》

げんとば こんな物を 粗末な品を《佐伊津 五和》

げんなおし 縁起悪いことがあった後厄払いする《京》

げんなりする 古語【げんなり】 気力がなくなる《京》

げんにゃ げんにゃー こんなには こんなに沢山

げんのう【玄翁 玄能】bushhammer 大形の金槌
げんのう

げんノわるか 古語【験】 縁起がわるい 不吉だ

けんびき けんべき【肩癖】《日ポ・京》 首から肩の筋肉
けんぺき

けんもほろろ 頼みを取り合わない 取り付く島もない様子

…けんや …ので …だから《二江》「来るけんや」

http://www.amakusa1.com/hogen/voice/kekoe/kn.wav

